
ごはん カレーピラフ ごはん ごはん ピラフ 親子丼 ごはん パン

鰆の照り焼き チーズハンバーグ 鶏肉のマーマレード焼き 油淋鶏 豆腐スープ 人参とごぼうのきんぴら 肉じゃが 鶏肉のトマト煮

切り干し大根サラダ ブロッコリーサラダ ツナサラダ 五目豆 焼きはんぺん 白菜のポン酢和え コールスローサラダ

ほうれん草の昆布和え カラフルスープ レタススープ みかん 豆腐とわかめのみそ汁 ひじきサラダ いんげんのソテー

豚汁 誕生日ケーキ ほうれん草のソテー おおきなかぶのスープ 豆腐と玉ねぎのみそ汁
精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 強力粉
栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 薄力粉
鶏肝臓 ぶたもも 栄養強化米 さば 若鶏もも さわら 鶏もも 若鶏もも 鶏もも 鶏もも 鶏もも 牛もも 砂糖
片栗粉 清酒 鶏ひき肉 しょうが おろしにんにく 濃口しょうゆ たまねぎ マーマレード 食塩 たまねぎ 鶏卵 清酒 食塩
清酒 片栗粉 木綿豆腐 濃口しょうゆ 中華だし 薄口しょうゆ ミックスベジタブル 濃口しょうゆ こしょう ミックスベジタブル たまねぎ じゃがいも ソフトマーガリン
にら 調合油 生しいたけ 清酒 穀物酢 みりん風調味料 カレー粉 しょうが 薄力粉 カレー粉 糸みつば たまねぎ 脱脂粉乳
りょくとうもやし にんじん 青ねぎ 片栗粉 砂糖 砂糖 ブイヨン 清酒 砂糖 ブイヨン かつお・昆布だし にんじん ドライイースト
キャベツ たまねぎ 薄口しょうゆ 調合油 濃口しょうゆ 切干しだいこん 食塩 まぐろフレーク 薄口しょうゆ 食塩 薄口しょうゆ しらたき 若鶏もも
赤ピーマン 生しいたけ 清酒 こまつな ほうれんそう まぐろフレーク こしょう にんじん 穀物酢 こしょう 砂糖 かつお・昆布だし じゃがいも
ごま油 青ピーマン 食塩 えのきたけ味付け瓶詰 はくさい きゅうり ぶたひき肉 ブロッコリー 青ねぎ 絹ごし豆腐 みりん風調味料 砂糖 にんじん
薄口しょうゆ 砂糖 片栗粉 さつまいも 焼き竹輪 にんじん 牛ひき肉 プロセスチーズ しょうが ベーコン ごぼう 濃口しょうゆ たまねぎ
オイスターソース トマトケチャプ はくさい まぐろフレーク かつお節 マヨネーズ たまねぎ マヨネーズ にんにく たまねぎ にんじん みりん風調味料 大豆水煮缶詰
砂糖 濃口しょうゆ 長ねぎ きゅうり 濃口しょうゆ 食塩 木綿豆腐 食塩 大豆水煮缶詰 にんじん 濃口しょうゆ 清酒 調合油
片栗粉 穀物酢 みずな マヨネーズ かつお・昆布だし こしょう 普通牛乳 黒こしょう にんじん 薄口しょうゆ 砂糖 こまつな トマトホール缶詰
乾ひじき 中華だし ぶなしめじ 食塩 えのきたけ ほうれんそう プロセスチーズ レタス こんにゃく 食塩 みりん風調味料 はくさい トマトケチャプ
大豆水煮缶詰 片栗粉 中華だし こしょう 油揚げ にんじん 生パン粉 じゃがいも ごぼう 中華だし かつお・昆布だし 焼き竹輪 薄口しょうゆ
まぐろフレーク はるさめ 薄口しょうゆ だいこん たまねぎ 塩昆布 食塩 にんじん まこんぶ こしょう ごま油 ぽん酢しょうゆ 砂糖
にんじん きゅうり 食塩 にんじん にんじん 濃口しょうゆ こしょう たまねぎ 砂糖 いりごま 大豆水煮缶詰 ウスターソース
マヨネーズ にんじん 黒こしょう 板こんにゃく かつお・昆布だし ぶたばら トマトケチャプ ベーコン みりん風調味料 はんぺん にんじん キャベツ
食塩 プレスハム ごぼう 乾わかめ 淡色辛みそ だいこん スイートコーン ブイヨン 濃口しょうゆ ソフトマーガリン 乾ひじき きゅうり
じゃがいも いりごま にんじん たまねぎ 乾わかめ にんじん ブロッコリー 薄口しょうゆ かつお・昆布だし 絹ごし豆腐 まぐろフレーク スイートコーン
たまねぎ 穀物酢 濃口しょうゆ かつお・昆布だし だいこん ごぼう キャベツ 食塩 みかん缶詰 乾わかめ 食塩 プレスハム
青ねぎ 薄口しょうゆ 砂糖 淡色辛みそ 砂糖 こんにゃく プレスハム こしょう かぶ たまねぎ マヨネーズ マヨネーズ
かつお・昆布だし 砂糖 みりん風調味料 穀物酢 青ねぎ 穀物酢 ほうれんそう かぶ（葉生） 青ねぎ 絹ごし豆腐 食塩
淡色辛みそ ごま油 ごま油 食塩 淡色辛みそ 砂糖 ベーコン 鶏卵 淡色辛みそ たまねぎ こしょう
乾わかめ 乾わかめ いりごま かつお・昆布だし 薄口しょうゆ 食塩 かにかまぼこ かつお・昆布だし 青ねぎ さやいんげん
こまつな 鶏卵 べったら漬 調合油 ブイヨン 中華だし かつお・昆布だし ベーコン
油揚げ 木綿豆腐 にんじん 薄口しょうゆ 淡色辛みそ ブイヨン
焼き竹輪 たまねぎ ほうれんそう 食塩 食塩
かつお・昆布だし 中華だし 黄ピーマン こしょう
濃口しょうゆ 薄口しょうゆ たまねぎ
砂糖 食塩 ブイヨン
みりん風調味料 こしょう 薄口しょうゆ

プリン 牛乳 カルピスポンチ 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳

大学芋 チーズ蒸しパン グレープフルーツ りんご きなこパイ

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 プリンの素 普通牛乳 カルピス 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳
白玉粉 ホットケーキミックス オレンジ りんご みかん 普通牛乳 さつまいも 水 ホットケーキミックス グレープフルーツ りんご パイ皮
木綿豆腐 鶏卵 ソフトマーガリン 調合油 フルーツミックス缶 プロセスチーズ 砂糖
砂糖 ソフトマーガリン 砂糖 砂糖 鶏卵 きな粉
濃口しょうゆ にんじん 濃口しょうゆ ソフトマーガリン
片栗粉 砂糖 いりごま 普通牛乳
水 普通牛乳 砂糖

そばめし ごはん ごはん ごはん ポークカレー ごはん ハムピラフ ごはん

豆腐スープ スパニッシュオムレツ カレイの煮付け 鶏のごまみそ焼き マカロニサラダ すき焼き風煮 コンソメスープ エビチリ

フレンチサラダ ごぼうサラダ 小松菜のおかか和え ほうれん草のソテー きゅうりとハムの酢の物 切り干し大根と青菜のごま和え

きのこスープ 豆腐とわかめのみそ汁 かきたま汁 福神漬け ほうれん草の納豆和え もやしスープ

トマト 南瓜ソテー かまぼこ こふきいも パインアップル
精白米 精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米
栄養強化米 栄養強化米 精白米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 プレスハム 栄養強化米
あじ ぶたばら 鶏卵 まがれい 若鶏もも ぶたもも 牛もも たまねぎ
清酒 にんじん キャベツ じゃがいも しょうが いりごま 調合油 清酒 ミックスベジタブル 片栗粉
食塩 たまねぎ 青ねぎ ぶたひき肉 清酒 清酒 清酒 はくさい ブイヨン 食塩
こしょう ブイヨン 調合油 牛ひき肉 濃口しょうゆ 淡色辛みそ じゃがいも 焼き豆腐 ソフトマーガリン たまねぎ
片栗粉 ソフトマーガリン 焼きそばソース ほうれんそう 砂糖 砂糖 たまねぎ 生しいたけ 薄口しょうゆ 調合油
調合油 薄口しょうゆ 食塩 食塩 みりん風調味料 みりん風調味料 にんじん しらたき 食塩 トマトケチャプ
たまねぎ 食塩 こしょう こしょう ごぼう こまつな カレールウ 長ねぎ じゃがいも トウバンジャン
にんじん こしょう 絹ごし豆腐 トマトケチャプ きゅうり 油揚げ マカロニ・スパゲティ たまねぎ キャベツ 中華だし
穀物酢 若鶏手羽 スイートコーン ウスターソース スイートコーン 焼き竹輪 キャベツ かつお・昆布だし スイートコーン 砂糖
砂糖 からあげ粉 チンゲンサイ キャベツ まぐろフレーク かつお節 スイートコーン 濃口しょうゆ たまねぎ おろしにんにく
濃口しょうゆ 調合油 たまねぎ きゅうり いりごま 濃口しょうゆ プレスハム 砂糖 ベーコン みりん風調味料
生揚げ じゃがいも 中華だし ロースハム ごまドレッシング かつお・昆布だし マヨネーズ みりん風調味料 ブイヨン 薄口しょうゆ
いりごま プレスハム 薄口しょうゆ フレンチドレッシング 食塩 鶏卵 食塩 きゅうり 薄口しょうゆ 切干しだいこん
濃口しょうゆ きゅうり 食塩 えのきたけ こしょう えのきたけ こしょう 乾わかめ 食塩 かつお節
砂糖 にんじん こしょう ぶなしめじ 絹ごし豆腐 糸みつば ほうれんそう にんじん こしょう チンゲンサイ
さつまいも マヨネーズ たまねぎ 乾わかめ たまねぎ ベーコン プレスハム にんじん
たまねぎ 食塩 にんじん たまねぎ かつお・昆布だし 食塩 穀物酢 砂糖
にんじん こしょう ベーコン 青ねぎ 薄口しょうゆ ブイヨン 砂糖 濃口しょうゆ
油揚げ コーンスープ(粉末) ブイヨン 淡色辛みそ みりん風調味料 福神漬 ごま油 いりごま
青ねぎ 水 薄口しょうゆ かつお・昆布だし 食塩 濃口しょうゆ りょくとうもやし
かつお・昆布だし 普通牛乳 食塩 かぼちゃ 蒸しかまぼこ ほうれんそう にら
淡色辛みそ ブロッコリー こしょう 食塩 納豆 スイートコーン
さやいんげん ブイヨン トマト たくあん漬 たまねぎ
ぽん酢しょうゆ 食塩 いりごま 青ねぎ
マヨネーズ こしょう だししょうゆ 中華だし

じゃがいも 薄口しょうゆ
食塩 食塩
こしょう こしょう
パセリ パインアップル缶詰

牛乳 牛乳 フルーチェ 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳
フルーツカクテル スティックラスク バナナケーキ レモンケーキ バナナ ピザトースト

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳
さつまいも ホットケーキミックス フルーツミックス缶 食パン 普通牛乳 ホットケーキミックス ホットケーキミックス バナナ 食パン

鶏卵 ソフトマーガリン コーンフレーク バナナ 鶏卵 ベーコン
ソフトマーガリン 砂糖 鶏卵 ソフトマーガリン 青ピーマン

ピュアココア 普通牛乳 レモン果汁 たまねぎ

砂糖 ソフトマーガリン 砂糖 トマトケチャプ
普通牛乳 砂糖 普通牛乳 食塩
ホイップクリーム こしょう

12(土) 14(月)

19(土) 21(月) 22(火) 23(水) 24(木)

ごはん

25(金) 26(土) 28(月)

08(火) 09(水) 10(木) 11(金) 15(火) 16(水)

ポタージュ

18(金)

さつまいものみそ汁

食
品
名

お
や
つ

牛乳
にんじんケーキ みかんみたらし団子 オレンジ 焼きりんご

食
品
名

食
品
名

お
や
つ

献
立
名

17(木)
ごはん

鶏肉の山賊焼き

じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 わか玉スープ べったら漬け さつまいもサラダ

牛乳 牛乳 牛乳牛乳

ごはん

鯖の竜田揚げ

大根の甘酢漬け

えのきと油揚げのみそ汁

ほうれん草のおかか和え

もも 根菜汁

春雨サラダ 人参とごぼうのきんぴら

食
品
名

ごはん

レバニラ 酢豚 鶏団子鍋

ごはん ふりかけごはん

小松菜の煮浸し

ひじきサラダ

07(月)

なめたけ和え

みつばこども園

01(火) 02(水) 03(木) 04(金)

2020年  12月  献立表 
05(土)

献
立
名

牛乳

ブロッコリーソテー

焼きいも クリスマスケーキ

えびピラフ

厚揚げのごま和え ポテトサラダ

あじの南蛮漬け クリスマスチキン

牛乳

いんげんのマヨぽん和え

蛋白質

18.1 g

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE)

ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

15.6 g 182 mg 2.5 mg 227 μg 0.48 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆以上

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.34 mg 22 mg487 Kcal

蛋白質

16.1 g

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE)

ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

14.2 g 172 mg 2.2 mg 207 μg 0.42 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆未満児

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.31 mg 20 mg427 Kcal

※食材の都合により献立が変更になる場

合があります。

12/18 クリスマスメニュー
クリスマス会の日のお肉は骨付き肉です！

12/11 絵本に出てくるスープ
今回は「おおきなかぶ」の絵本です。
かぶ・たまご・かにかまの入った中華スープです☆

★☆★今月の特別MENU★☆★

お誕生日会

発
表
会

今年も残り少なくなり、一段と寒い季節になってきました。
冬は根菜類や葉物類が旬なので、
給食にもたくさん取り入れています。
この季節の食材は寒い冬を乗り切るために
必要な栄養素がたっぷり含まれているのでしっかり食べましょう！


